
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面に複数の嵌合孔を形成した被嵌合板と、前記複数の嵌合孔にそれぞれ嵌脱される複
数のピースと、前記各ピースが前記嵌合孔内で押圧されたことを検知する検知手段と、該
検知手段による検知信号に基づいて音を発する発音手段とを備え、

ことを特徴とする嵌め込み式音発生玩具。
【請求項２】
　上記検知手段は、複数の押圧検知部位を表面に有する薄板状スイッチ基盤を、上記被嵌
合板の裏面側に配置してなり、該薄板状スイッチ基盤の前記各押圧検知部位を、対応する
上記嵌合孔内に臨ませていることを特徴とする請求項１記載の嵌め込み式音発生玩具。
【請求項３】
　上記ピースは、その表面に表示した文字又は図柄の形状に略模倣した外形形状に形成さ
れていることを特徴とする請求項１ 記載の嵌め込み式音発生玩具。
【発明の詳細な説明】
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　上記ピースには、それぞれ異なる文字が表示され、
　上記発音手段は、上記検知手段による上記ピース毎の検知信号をカウントし、そのカウ
ントされた回数が一回目の場合に、前記各文字の発音の音声データを音声記憶装置から読
み出してスピーカから発し、カウントされた回数が二回目の場合には、同文字を用いた単
語の発音の音声データを音声記憶装置から読み出してスピーカから発し、カウントされた
回数が三回目の場合には、前記単語に関連する音の音声データを音声記憶装置から読み出
してスピーカから発する

又は２



【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ピースが嵌め込まれることによって音を発する嵌め込み式音発生玩具に関し、
特に文字の学習に好適な嵌め込み式音発生玩具に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の嵌め込み式音発生玩具には、実開昭６０－９４２８８号公報に記載されて
いるように、異なる具象物を象った複数のブロックと、この各ブロックがそれぞれ嵌脱自
在な複数の嵌合凹部と、複数の前記嵌合凹部の底面にそれぞれ配置されたスイッチとを具
備し、前記各ブロックが前記嵌合凹部に嵌合された際に、前記スイッチがＯＮとなり、前
記各具象物に対応した音を発するようにしたものがある。
【０００３】
しかしながら、上記従来技術によれば、各ブロックが嵌め込まれたときのみ音を発すると
いう単調な動作であったため、幼児等が飽き易いという問題があった。
そこで、動作を若干複雑にすることで幼児等に容易に飽きられないようにすることが望ま
れるが、そのために複雑な操作を必要とする構成としたのでは、幼児等が操作できなくな
ってしまうため、工夫を要する。
また、上記従来技術では、複数の嵌合凹部にそれぞれスイッチを配設し、それら複数のス
イッチをそれぞれ配線しなければならないため、製造に時間がかかり、配線ミスを生じ易
く、量産性が悪いという問題を有する上、複数のスイッチを備えているので、幼児等にと
っては重たくて分厚く持ち運びし難いという問題もあった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は上記従来事情に鑑みてなされたものであり、その目的とする処は、幼児等にとっ
て簡単な操作により各ピースに対応する複数パターンの音を発するようにすることで、幼
児等に興味を引き起こさせて遊ばせながら効果的な学習を行わせることができ、更には、
量産性に優れている上、幼児等でも持ち運び易い軽量且つ薄肉な嵌め込み式音発生玩具を
提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するための技術的手段によれば、第一の発明は、表面に複数の嵌合孔を
形成した被嵌合板と、前記複数の嵌合孔にそれぞれ嵌脱される複数のピースと、前記各ピ
ースが前記嵌合孔内で押圧されたことを検知する検知手段と、該検知手段による検知信号
に基づいて音を発する発音手段とを備え、

ことを特徴とする。
【０００６】
ここで、上記検知手段とは、前記各ピースが前記嵌合孔内で押圧されたことを検知し自動
復帰するものであれよく、好ましくは、プレート状あるいはフィルム状に構成されて所定
の押圧検知部位が押圧される毎に信号を発する所謂メンブレンスイッチを、その押圧検知
部位が前記嵌合孔内に位置するように前記被嵌合板の裏面側に配設すればよいが、自動復
帰型の押しボタンスイッチを前記各嵌合孔内に配設することも可能である。また、前記メ
ンブレンスイッチ、又は、前記押しボタンスイッチ、その他の形態のスイッチを、前記各
ピースの裏面に設けるようにしても構わない。
また、上記発音手段は、上記検知手段による上記ピース毎の検知信号をカウントし、その
カウントされた回数に応じて異なる音を発する電子回路であり、具体例としては、音声デ
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上記ピースには、それぞれ異なる文字が表示さ
れ、上記発音手段は、上記検知手段による上記ピース毎の検知信号をカウントし、そのカ
ウントされた回数が一回目の場合に、前記各文字の発音の音声データを音声記憶装置から
読み出してスピーカから発し、カウントされた回数が二回目の場合には、同文字を用いた
単語の発音の音声データを音声記憶装置から読み出してスピーカから発し、カウントされ
た回数が三回目の場合には、前記単語に関連する音の音声データを音声記憶装置から読み
出してスピーカから発する



ータを記憶した音声記憶装置、上記検知手段による検知信号に応じて前記記憶装置から音
データや音声データを呼び出しスピーカーへ出力する処理を行うＣＰＵ、該ＣＰＵを動作
させるための制御プログラムを記憶した記憶装置等、を備えた電子回路が用いられる。
また、上記発音手段が発する音には、例えば、文字の発音、言葉の発声、動物の鳴き声、
パトカーや救急車のサイレンの音、汽笛、楽器の音、音楽、童話や物語等を朗読している
音声等を含む。
【０００７】
更に、第二の発明は、上記検知手段は、複数の押圧検知部位を表面に有する薄板状スイッ
チ基盤を、上記被嵌合板の裏面側に配置してなり、該薄板状スイッチ基盤の前記各押圧検
知部位を、対応する上記嵌合孔内に臨ませていることを特徴とする。
ここで、上記薄板状スイッチ基盤には、好ましい一例として所謂メンブレンスイッチが用
いられる。
【０００９】
　更に、第 の発明は、上記ピースは、その表面に表示した文字又は図柄の形状に略模倣
した外形形状に形成されていることを特徴とする。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
この嵌め込み式音発生玩具Ａは、表面に複数の嵌合孔１１を形成した被嵌合板１０と、前
記複数の嵌合孔１０にそれぞれ嵌脱される複数のピース１２と、前記各ピース１２が前記
嵌合孔１１内で押圧されたことを検知する検知手段２０と、該検知手段２０による検知信
号に基づいて音を発する発音手段３０とを備え、前記各ピース１２が押圧される回数に応
じて異なる音を発する。
【００１１】
被嵌合板１０と複数のピース１２は、一枚の矩形状の厚紙に枠状に連続した切り込みを複
数入れることで、該厚紙が分離されたものである。
前記製造方法によって分離された被嵌合板１０には、複数のピース１２を容易に嵌脱可能
で、且つ貫通状の複数の嵌合孔１１（図２及び３参照）が形成される。
前記各ピース１２は、その表面に、文字、及び該文字に関連する図柄を印刷してなり、そ
の外形形状は、前記文字の外形形状に略模倣して形成されている。
【００１２】
また、各ピース１２を対応する嵌合孔１１に嵌合させた状態で、各ピース１２外周上にお
ける所定部位と対応する嵌合孔１１との間には、指掛け空間部１３（図２及び図６参照）
が確保されるようにしてある。
この指掛け空間部１３は、幼児等が指を引っ掛けてピース１２を被嵌合板１０から容易に
外せるようにするものであり、上記厚紙に切り込みが入れられる際に、ピース１２外周上
における所定部位に、指が入る程度の大きさの枠状の切り込みが入れられることで形成さ
れたものである。
【００１３】
上記構成の被嵌合板１０は、矩形板状の検知手段２０上に接着固定される。
検知手段２０は、複数の押圧検知部位２１を表面に有する薄板状スイッチ基盤であり、好
ましくは、合成樹脂フィルム上に導電性のペーストの回路パターンをスクリーン印刷し、
スペーサーなどの部材を重ねることでスイッチの機能を持たせた所謂メンブレンスイッチ
が用いられる。
【００１４】
そして、この検知手段２０の表面には、嵌合孔１１に対応する部位に、ピース１２に表示
された文字と同一の文字２０ａおよび該文字２０ａに関連する言葉２０ｂ（例えば、図２
に示すように「お」という文字および該文字を頭文字とした言葉「おっとせい」）が印刷
されている。したがって、幼児等は、嵌合孔１１内の検知手段２０表面に印刷された文字
２０ａおよび該文字２０ａに関連する言葉２０ｂを目印にして、各ピース１２を嵌合孔１

10

20

30

40

50

(3) JP 3936624 B2 2007.6.27

三



１へ嵌め合わせることになる。
更に、本実施の形態の好ましい一例によれば、同検知手段２０の表面に、前記文字２０ａ
の書き順を示す矢印２０ｃおよび番号２０ｄを印刷することで、文字２０ａの書き順も学
習できるようにしている。
また、前記検知手段２０への表示は、上記した文字２０ａや言葉２０ｂ，矢印２０ｃ、番
号２０ｄに限定されるものでなく、例えば、前記文字２０ａに関連する図柄、あるいは、
前記文字２０ａが英文字である場合にその英文字を頭文字とした英単語および該英単語の
意味を示す日本語等であっても構わない。
【００１５】
前記押圧検知部位２１は、押圧されることにより接点がＯＮになり、その押圧が開放され
ることにより接点が自動復帰する極薄状のスイッチを内在した部位である。
【００１６】
尚、各ピース１２の外周側面と、対応する嵌合孔１１内周面との間のクリアランスｃ（図
３参照）は、上記検知手段２０の押圧検知部位２１に内在するスイッチが自動復帰可能な
程度に設定されている。すなわち、各ピース１２は、対応する嵌合孔１１内に嵌合押圧さ
れた後、押圧検知部位２１内で自動復帰する前記極薄状のスイッチにより極僅かに押し上
げられることになる。
【００１７】
そして、上記構成の検知手段２０は、各押圧検知部位２１を、対応する被嵌合板１０の嵌
合孔１１に臨ませた状態で、被嵌合板１０の裏面と後述する台紙４０との間にサンドイッ
チ状に配置されて接着されている。
【００１８】
台紙４０は、上記被嵌合板１０と略同程度の大きさを有する矩形板状の部材であり、厚紙
や合成樹脂板等から形成されている。そして、この台紙４０のー辺よりには、発音手段３
０が配設されている。
【００１９】
発音手段３０は、台紙４０の一辺よりに固定された合成樹脂製のケース３１内に、音声デ
ー夕を記憶した音声記憶装置３２、音声を発するスピー力３３、上記検知手段２０による
検知信号に応じて前記記憶装置３２から音声データを呼び出しスピーカーへ出力する制御
部３４、該制御部３４の電源である電池３５等を電気配線した回路（図４参照）を具備す
るとともに、同合成樹脂製のケース３１の外表面に、前記制御部３４に電気配線された音
声ボリュ一ム繰作付き電源スイッチ３６を露出している。
【００２０】
音声記憶装置３２は、上記各ピース１２に表示された文字の発音、同文字を用いた単語の
発声、該単語に関連する音等の複数パターンの音声データを記憶した読み出し専用の半導
体メモリ（ＲＯＭ）である。
【００２１】
制御部３４は、制御プログラムを記憶したＲＯＭ、前記制御プログラムの指令によって検
知手段２０からの押圧信号に応じた動作をするＣＰＵ（中央処理装置）、音声記憶装置３
２から呼び出した音声データを増幅してスピー力３３へ出力する増幅回路等を備えた電子
回路である。
【００２２】
そして、この制御部３４は、検知手段２０における任意の押圧検知部位２１が押圧された
際に、その押圧検知部位２１に対応し、且つ同押圧検知部位２１が押圧された回数に応じ
た音声データを、音声記憶装置３２から呼び出し、音声ボリュ一ム繰作付き電源スイッチ
３６によって調整された音量に増幅し、音声信号としてスピー力３３へ出力する。
【００２３】
而して、上記構成の嵌め込み式音発生玩具Ａによれば、任意のピース１２を対応する嵌合
孔１１へ嵌合すると、その嵌合の際の押圧力によって前記嵌合孔１１へ臨む押圧検知部位
２１が押圧され、該押圧検知部位２１内のスイッチが一回ＯＮにされ自動復帰する。そし
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て、発音手段３０が、前記押圧検知部位２１に対応し且つ同押圧検知部位２１が一回押圧
されたことに対応する音声を発する（図５参照）。
更に、嵌合された前記同一のピース１２が、他のピース１２が嵌合される前に再度押圧さ
れると、発音手段３０は、前記同一の押圧検知部位２１に対応し且つ同押圧検知部位２１
が二回押圧されたことに対応する音声を発する。
その後は、制御部３４内の制御プログラムに予め設定された回数だけ、前記動作を繰り返
すことになる。
【００２４】
尚、上記各ピース１２表面の表示、及び音声記憶装置３２内の複数パターンの音声データ
、制御部３４を動作させる制御プログラム等は、当該嵌め込み式音発生玩具Ａの使用目的
や学習内容に応じて適宜設定されるものであるが、本実施の形態の好ましい一例では、当
該嵌め込み式音発生玩具Ａをひらがな及び日本語の単語の学習用に構成（図１及び図６参
照）し、複数のピース１２にそれぞれ異なる平仮名文字及び該平仮名文字に関連する図柄
を印刷し、音声記憶装置３２に、前記各平仮名文字の発音、及び各平仮名文字を頭文字又
は末尾文字とした単語の発音、該単語に関連する音を、音声データとして記憶する。
この記憶された音声データについて、より具体的に説明すれば、例えば、前記平仮名文字
の発音を「お」とし、前記単語の発音を「おっとせい」とし、その単語に関連する音を「
おっとせいの鳴き声」としたり、あるいは、前記平仮名文字の発音を「た」とし、前記単
語の発音を「たいこ」とし、その単語に関連する音を「太鼓の音」としたりする。
そして、制御部３４は、検知手段２０の任意の押圧検知部位２１が押圧された回数が一回
目の場合に、その押圧検知部位２１に対応するピース１２に表示された平仮名文字の発音
の音声データを音声記憶装置３２から読み出してスピー力３３から発し、前記押圧回数が
二回目の場合に、前記平仮名文字を頭文字又は末尾文字とした単語の発音の音声データを
、音声記憶装置３２から読み出して、音声としてスピー力３３から発し、更に、前記押圧
回数が三回目の場合に、前記単語に関連する音の音声データを音声記憶装置３２から読み
出して、音声としてスピー力３３から発するように、内在する記憶装置内の制御プログラ
ムを構成する。
【００２５】
また、他の好ましい一例として、当該嵌め込み式音発生玩具Ａをアルファベット及び英単
語の学習用に構成する場合（図７参照）には、複数のピース１２にそれぞれ異なるアルフ
ァベット及び該アルファベットに関連する図柄を印刷し、音声記憶装置３２には、前記ア
ルファベットの発音、及び各アルファベットを頭文字とした英単語の発音、該英単語に対
応する意味の日本語の発音を、音声データとして記憶する。より具体的に説明すれば、例
えば、前記アルファベットの発音を「Ａ」とし、前記英単語の発音を「Ａｐｐｌｅ」とし
、前記日本語の発音を「りんごだよ」とする。
そして、制御部３４は、検知手段２０の任意の押圧検知部位２１が押圧された回数が一回
目の場合に、その押圧検知部位２１に対応するピース１２に表示されたアルファベットの
発音の音声データを音声記憶装置３２から読み出して、音声としてスピー力３３から発し
、前記押圧回数が二回目の場合に、前記アルファベットを頭文字とした英単語の発音の音
声データを音声記憶装置３２から読み出して、音声としてスピー力３３から発し、更に、
前記押圧回数が三回目の場合に、前記英単語に対応する意味の日本語の発音の音声データ
を音声記憶装置３２から読み出して、音声としてスピー力３３から発するように、内在す
る記憶装置内の制御プログラムを構成する。
【００２６】
本実施の形態の嵌め込み式音発生玩具Ａは、上述したように構成されるため、音声記憶装
置３２内の音声データ及び制御部３４内の制御プログラムを変更することによって、発音
手段３０が発する音の種類や、音を発する条件（押圧検知部位２１の押圧回数と発する音
の種類との関係等）を容易に変更可能である。
【００２７】
【発明の効果】
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　本発明は、以上説明したように構成されているので、以下に記載されるような作用効果
を奏する。
　第一の発明によれば、各ピースが、対応する嵌合孔に嵌め込まれる際に押圧されると、
その押圧を検知手段によって検知して発音手段が音を発し、更に同ピースが押圧される毎
に、前回発した音と異なる音を発することになる。
　したがって、各ピースを複数回押圧するという幼児等にとって簡単な操作により、同一
のピースに対応した複数パターンの音を発することができる。ひいては、幼児等に、興味
を引き起こさせて遊ばせながら、効果的な学習を行わせることができる。

【００２８】
　更に、第二の発明によれば、一体の薄板状スイッチ基盤を用いているため、複数のスイ
ッチを配線するようにした従来技術の問題を解消し、製造が容易で量産性に優れている上
、幼児等でも持ち運び易い軽量且つ薄肉な嵌め込み式音発生玩具を提供することができる
。
　しかも、同発明によれば、薄板状スイッチ基盤の各押圧検知部位を、対応する嵌合孔内
に臨ませているため、例えば、幼児の親が嵌合孔内の押圧検知部位を指で押圧することで
、発音手段から音（例えば「お」という音声）を発生させ、次に、その音を聞いた前記幼
児が同嵌合孔にピースを嵌め合わせることで、前記発生した音とは異なる音（例えば「お
っとせい」という音声）を前記発音手段から発生させるというような使い方もでき、ひい
ては、幼児等に、いっそう興味を引き起こさせて遊ばせながら、効果的な学習を行わせる
ことができる

に、第 の発明によれば、表面に表示した文字又は図柄の形状に模倣した外形形状の
各ピースが嵌め込まれるように構成しているため、各ピース表面の文字又は図柄の概略形
状を、幼児等に視覚的且つ触覚的に認識させることができ、いっそう幼児学習を効果的に
行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係わる嵌め込み式音発生玩具の一例を示す分解斜視図。
【図２】　同嵌め込み式音発生玩具の要部を拡大して示す斜視図。
【図３】　同嵌め込み式音発生玩具の縦断面図。
【図４】　同嵌め込み式音発生玩具の電気配線図。
【図５】　同嵌め込み式音発生玩具の動作説明図。
【図６】　同嵌め込み式音発生玩具の平面図。
【図７】　本発明に係わる嵌め込み式音発生玩具の他例を示す平面図。
【符号の説明】
１０：被嵌合板
１１：嵌合孔
１２：ピース
２０：検知手段
２１：押圧検知部位
Ａ：嵌め込み式音発生玩具
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　その上、同一のピースを複数回押圧するという簡単な操作によって、ピースに表示され
た文字の発音と、その文字を用いた単語の発声と、その単語に関連する音とを順次に発す
ることができ、幼児等の文字学習に飛躍的な効果を奏する。

。
　更 三



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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